
６　公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

７　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

1
浅瀬石川二期農業水利事業
小阿弥幹線用水路測量業務

路線測量　      １式 測 量 約7ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

2
浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線排水路上流部調査測量設計業務

地質調査　      １式
路線測量　      １式
排水路実施設計　１式

建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

3
浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線排水路用地測量（その１）業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約5ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

4
浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線排水路用地測量（その２）業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約7ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

5
国営造成施設総合水利調整管理事業
屏風山地区（出精川）流量調査業務

水位計設置及び流量観測       １式 測 量 約3ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

6
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
屏風山地区館岡工区支線用水路他用地測量業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約3ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

7
国営施設応急対策事業盛岡南部地区
西部用水路用地測量（その４）業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約4ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

8
国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区
煙山ダム土捨場用地測量業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約4ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

9
国営施設応急対策事業旧迫川地区
箟岳幹線用水路用地測量（その２）業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約2ヶ月 概ね11月を予定 発注済み

10
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
山王海ダム取水トンネル他用地測量業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約4ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

11
基幹水利施設保全管理対策調査
北上川地域農業水利ストック有効活用情報整備業務

農業水利ストックＤＢデータ入力　１式 建設コンサルタント 約2ヶ月 概ね12月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

12
公共補償円滑適正対策事業
猿ヶ石川地区他用地測量業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約3ヶ月 概ね11月を予定 発注済み

13
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
新庄地区清水揚水機場他機能診断業務

機能診断　      １式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

14
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
最上川中流地区門伝揚水機場他機能診断業務

機能診断　      １式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

15
国営造成ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
能代地区用地調査等業務

土地登記記録調査　  31.6ha
地図転写　　　　    31.6ha
転写連続図作成　    31.6ha

補償コンサルタント 約4ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

16
田沢二期農業水利事業
田沢疏水左岸幹線用水路他完了図書作成業務

施設管理図　　　　51枚
構　造　図　　　 306枚

建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

17
農業水利基本調査
新庄地区取水状況調査業務

旧堰の水利状況補足調査 １式 建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

18
村山北部国営施設機能保全事業
村山北部地区完了図書作成（その１）業務

施設管理図の作成　29枚
構造図の作成　   222枚

建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね11月を予定 発注済み

19
国営造成施設総合水利調整管理事業
会津宮川地区（宮川・寥川）流量調査等業務

河川横断測量　  １式
低水流量観測　  １式
水位流量曲線作成　    １式

測 量 約2ヶ月 概ね1月を予定 発注済み

20
豊沢川農業水利事業
豊沢ダム局舎用地転写連続図作成他業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約4ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

21
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
皆瀬ダム取水施設に係る水質調査業務

水質調査（６箇所） １２回 建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

22
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
皆瀬ダム取水施設用地測量業務

仮設ヤード、工事用道路　用地測量　１式 補償コンサルタント 約7ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

23
八郎潟農業水利事業
B1幹線用水路測量設計業務

実施設計　      １式
路線測量　      １式
公図転写　      １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

24
八郎潟農業水利事業
A1－3幹線用水路他地形測量業務

路線測量　      １式
公図転写　      １式

測 量 約7ヶ月 概ね7月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

25
八郎潟農業水利事業
C1－1幹線用水路測量業務

路線測量　      １式
公図転写　      １式

測 量 約7ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

26
八郎潟農業水利事業
D1幹線用水路測量業務

路線測量　      １式
公図転写　      １式

測 量 約6ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

27
八郎潟農業水利事業
A1－4幹線用水路用地測量業務

用地測量　      １式 補償コンサルタント 約4ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

28
八郎潟農業水利事業
H2幹線用水路他測量業務

路線測量　      １式
公図転写　      １式

測 量 約6ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

８　指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

1 福島合同庁舎統計調製室改修実施設計業務 改修設計　1式 建築士事務所 約3ヶ月 概ね12月を予定 発注済み

９　公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１０　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

1
浅瀬石川二期農業水利事業
浅瀬石川二期地区畑作等営農推進検討（その２）業務

営農検討　      １式 建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

2
広域農業基盤整備管理調査
八戸平原地区施設再編計画検討その他業務

水利用計画の作成、営農改善目標の
見直し、基礎データの収集整理・検討、
施設計画案の作成、施設計画案の評価

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

3
広域農業基盤整備管理調査
岩木川左岸地区廻堰大溜池地質総合解析その他業務

地質総合解析
完了地区技術課題検討委員会資料作成

建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

4
広域農業基盤整備管理調査
岩木川左岸地区事後評価調査業務

アンケート調査、費用対効果の分析、
評価結果（案）及び基礎資料（案）等の作成
各１式
基礎資料の作成　     各１式

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

5
地域整備方向検討調査
浪岡川二期地域整備構想基礎資料とりまとめ業務

用水計画調査、営農計画調査、施設整備計画
調査　       各１式

建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね6月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

6
国営造成施設総合水利調整管理事業
小田川ダム洪水調節機能強化検討業務

事前放流等取組状況に関する検証　 １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

7
広域基盤整備計画調査
北上川下流地域広域基盤整備計画検討業務

広域調査　      １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

8
国営造成施設総合水利調整管理事業
赤川地区他河川協議方針検討業務

受益面積他調査　１式
受益面積他調査　１式
河川流量観測　　１式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

9
国営造成施設総合水利調整管理事業
桝沢ダム他洪水機能強化検討業務

ダム流入量予測方法の検討　   １式
（対象２ダム）

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

10
地域整備方向検討調査
能代二期地区環境配慮調査その他業務

環境配慮構想 　 １式
生き物調査 　　 １式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

11
地域整備方向検討調査
能代二期地区概略施設整備構想策定調査業務

用水再編計画検討　　　１式
施設整備構想検討　　　１式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

12
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
仙北平野地区玉川頭首工他機能診断等業務

機能保全対策検討等　  １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

13
地域整備方向検討調査
最上川下流右岸二期地区整備構想策定その他業務

用水計画　　　　 １式
施設整備計画補足　    １式
概略事業費算定等　    １式
施設機能診断　   １式
効果算定等　     １式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

14
国営造成ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
月山山麓地区三又ダム耐震対策検討業務

L2耐震性能照査（改修断面）　　   １式
ダム安全性評価委員会資料の作成及び委員会
出席

建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

15
村山北部国営施設機能保全事業
村山北部地区事業誌編纂業務

事業誌編纂　     １式 建設コンサルタント 約11ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

16
広域農業基盤整備管理調査
角田地区対策手法検討調査業務

受益面積調査　   １式
環境調査　       １式
営農状況調査     １式
対策手法検討調査　    １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

17
地域整備方向検討調査
会津宮川二期地域整備調査業務

受益面積調査　   １式
現況用水系統調査　    １式
整備構想検討　   １式

建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね10月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

18
地域整備方向検討調査
隈戸川二期地区整備構想検討その他業務

営農計画調査　   １式
用水計画調査　   １式
事業構想検討　   １式
その他　         １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

19
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
隈戸川地区隈戸揚水機場耐震性能照査その他業務

耐震性能照査　　 １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

20
国営施設応急対策事業角田地区
角田地区事業推進検討業務

排水解析　　　　 １式
河川協議資料作成　    １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

21 東北農政局管内国営事業総合技術支援業務
管内事業地区の抱える技術的課題に関する
支援　   １式

建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

22
情報化施工技術調査
情報化施工技術（暗渠排水工）ガイドライン策定業務

情報化施工（暗渠排水工）のガイドライン
策定　   １式

建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

23
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
水路トンネル補修・補強技術図書付帯資料検討他業務

構造計算事例の作成　  １式
現地モニタリング調査　１式

建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

24 施設機械工事技術支援業務 提出図書等の照査　    １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

25 土地改良施設管理基準（ダム編）改定案検討業務
現行土地改良施設管理基準（ダム編）
改定案の作成　   １式

建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

26
岩手山麓農業水利事業
岩手山麓地区事業再評価基礎資料作成業務

再評価基礎資料作成　  １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

27
和賀中央農業水利事業
和賀中央地区事業再評価検討資料作成業務

評価資料作成　   １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

28
横手西部農業水利事業
横手西部地区事業計画諸元検討補足設計業務

計画変更補足資料作成　１式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

29
旭川農業水利事業
あいののダム管理設備他実施設計業務

ダム管理設備実施設計　１式
ダム管理棟実施設計　  １式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

30
八郎潟農業水利事業
水質モニタリング計画策定その他業務

水質モニタリング計画策定　   １式
水質調査　    １式

建設コンサルタント 約11ヶ月 概ね5月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

31
八郎潟農業水利事業
生態系モニタリング計画補足その他業務

生態系モニタリング計画補足　 １式
生態系調査　  １式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

32
八郎潟農業水利事業
A1－3幹線用水路路線計画検討業務

路線計画検討　    １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

33
最上川下流左岸農業水利事業
水管理施設基本設計業務

遠方管理・操作検討　  １式
水管理施設基本設計　  １式

建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

１１　標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１２　一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

1
浅瀬石川二期農業水利事業
浅瀬石川統合頭首工補足設計業務

補足設計　       １式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

2
浅瀬石川二期農業水利事業
小阿弥幹線用水路中流部調査設計業務

地質調査　       １式
用水路実施設計　 １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

3
浅瀬石川二期農業水利事業
浅瀬石川統合頭首工管理棟実施設計業務

地質調査　       １式
管理棟実施設計　 １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

4
浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線排水路他工事現場技術業務

現場技術業務　   １式
現場技術員　     ２名

建設コンサルタント 約36ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

5
浅瀬石川二期農業水利事業
幹線用水路補強対策調査検討業務

機能診断　       １式 建設コンサルタント 約3ヶ月 概ね12月を予定 発注済み

6
津軽北部二期農業水利事業
下車力幹線排水路他現場調査推進技術業務

現場技術業務　   １式
現場技術員　     ２名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

7
津軽北部二期農業水利事業
下車力幹線排水路他用地測量調査業務

用地測量　       １式
用地調査　       １式

補償コンサルタント 約4ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

8
津軽北部二期農業水利事業
砂山機場他機械設備実施設計業務

機械設備実施設計　    １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね8月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

9
津軽北部二期農業水利事業及び十三湖農地防災事業
津軽北部二期地区及び十三湖地区事業変更計画書作成とりまとめ
業務

事業計画書等作成　    １式 建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

10
十三湖農地防災事業
芦野頭首工周辺環境調査業務

魚類相調査　     １式
水質調査　       １式

測 量 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

11
十三湖農地防災事業
芦野頭首工現場調査推進技術業務

現場技術業務　   １式
現場技術員　     １名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

12
十三湖農地防災事業
芦野頭首工河川協議資料作成業務

河川協議資料作成　    １式
管理規程（案）の作成  １式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

13
広域農業基盤整備管理調査
岩木川左岸地区整備構想作成その他業務

受益面積調査、水利状況調査、施設管理
状況調査、農業状況調査、地元意向調査
各１式

建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

14
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
岩木川左岸地区平野機場他機能保全計画策定業務

機能保全計画作成　  １式 建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

15
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
岩木川左岸地区出精川他機能保全計画策定業務

機能保全計画作成　  １式 建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

16
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
津軽北部地区ポンプ設備非分解診断調査業務

ポンプ設備非分解診断調査　  １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

17
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
浪岡川(二期)地区浪岡ダム洪水吐変状要因調査業務

側壁底部調査　  ６箇所
地下水位観測データ収集整理　６箇所

建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

18
国営施設応急対策事業盛岡南部地区
鹿妻穴堰頭首工補足設計等業務

補足設計　      １式
機能診断　      １式

建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

19
国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区
再評価検討業務

再評価検討　 　 １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

20
国営土地改良事業地区調査山王海三期地区
名寄調書等作成その他業務

費用対効果算定検討　  １式
災害防止効果算定　　  １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

21
国営土地改良事業地区調査山王海三期地区
用水計画補足検討業務

用水計画補足検討　    １式 建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね5月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

22
国営造成施設緊急整備対策調査中田地区
水管理更新整備計画補足検討業務

水管理設備更新整備計画（案）の補足作成
１式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

23
国営施設応急対策事業須川地区
事業誌編纂業務

事業誌作成　    １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

24
国営施設応急対策事業須川地区
須川地区完了図書作成（その２）業務

用地調査　      １式 補償コンサルタント 約4ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

25
国営施設応急対策事業旧迫川地区
箟岳幹線用水路補足設計業務

現地調査　　　　１式
補足設計　　　　１式

建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

26
地域整備方向検討調査
旧迫川二期地域受益面積調査業務

受益面積調査　  １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

27
地域整備方向検討調査
旧迫川二期地域環境配慮調査方針（案）検討業務

環境配慮調査方針（案）検討　   １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

28
広域農業基盤整備管理調査
吉田川流域概略費用対効果算定その他業務

受益面積、営農現況、環境配慮検討、
費用対効果算定　 １式

建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

29
広域農業基盤整備管理調査
吉田川流域事業構想検討業務

事業構想案検討　 １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

30
広域農業基盤整備管理調査
豊沢川地区整備構想検討資料作成業務

用水実態調査　   １式 建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

31
国営造成施設総合水利調整管理事業
国営中田地区に係る水利権協議資料作成業務

河川協議　       １式 建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

32
国営造成施設総合水利調整管理事業
国営馬淵川沿岸地区に係る水利権協議資料作成業務

河川協議　       １式 建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

33
国営造成施設総合水利調整管理事業
国営迫川上流地区かんがい用水に係る水利権協議図書作成業務

河川協議　       １式 建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

34
国営造成施設緊急整備対策調査
迫川上流地区事業計画書作成業務

事業計画書作成補足検討　    １式
効果算定等　　　 １式

建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね8月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

35
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
馬淵川沿岸地区奥中山第３幹線用水路他機能診断調査業務

機能診断調査　   １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

36
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
胆沢平野地区茂井羅頭首工他機能診断調査業務

機能診断調査　   １式 建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね11月を予定 発注済み

37
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
馬淵川沿岸地区米沢揚水機場浮遊砂対策効果検証業務

モニタリング調査　  １式 建設コンサルタント 約3ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

38
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
鳴瀬川地区舘前頭首工他機能診断調査業務

機能診断調査　   １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

39
地域整備方向検討調査
旧迫川二期地区整備構想検討その他業務

機場耐震化、事業構想案補足検討　  １式 建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

40
防災情報ネットワーク事業
大崎地区他防災情報機器設置検討業務

防災情報施設実施設計　１式 建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

41
地域整備方向検討調査
中田二期地域営農計画調査その他業務

営農計画調査　　　１式
受益面積調査      １式

建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

42
国営施設応急対策事業盛岡南部地区
盛岡南部地区現場調査推進業務

現場技術業務　    １式
現場技術員　      １名

建設コンサルタント 約11ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

43
国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区
雫石川沿岸地区現場調査推進業務

現場技術業務　    １式
現場技術員　      １名

建設コンサルタント 約11ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

44
国営造成施設総合水利調整管理事業
豊沢ダム他洪水調節機能強化検討業務

洪水調節機能強化検討　１式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

45
国営施設応急対策事業旧迫川地区
旧迫川右岸堤防安全性評価その他業務

河川堤防安全性評価　  １式
河川協議図書作成　    １式

建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

46
国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区
煙山ダム放流警報実施設計業務

実施設計　       １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

47
和賀中央農業水利事業
和賀中央地区管理図等作成業務

用地調査　       １式 補償コンサルタント 約3ヶ月 概ね10月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

48
国営施設応急対策事業旧迫川地区
旧迫川右岸堤防安全性評価（その２）業務

河川堤防安全性評価　  １式
河川協議図書作成　    １式

建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

49
地域整備方向検討調査
能代二期地区概略営農構想検討その他業務

受益面積及び単位用水量調査　    １式
営農計画調査     １式
概略経済効果算定　    １式
地域整備方向検討調査とりまとめ　１式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

50
広域農業基盤整備管理調査
平鹿平野地区事業評価費用対効果分析業務

費用対効果分析　　    １式
事後評価結果（案）等の作成　    １式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

51
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
米沢平野地区東幹線用水路機能診断業務

幹線用水路機能診断　  １式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

52
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
米沢平野地区西幹線用水路機能診断業務

幹線用水路機能診断　  １式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

53
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
月山山麓地区幹線用水路他機能診断業務

機能診断　      １式 建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

54
広域基盤整備計画調査
仙北平野地区長寿命化計画基礎資料策定等業務

長寿命化計画策定 　　 １式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

55
防災情報ネットワーク事業
赤川地区データ転送システム等実施設計業務

データ転送システム検討          １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

56
国営造成ストックマネジメント推進事業
米沢平野地区用地調査等業務

土地登記記録調査　65.2ha
地図転写　　　　　　  65.2ha
権利者確認調査   　65.2ha
転写連続図作成　　 65.2ha

補償コンサルタント 約7ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

57
広域農業基盤整備管理調査
赤川二期地区ICT活用状況調査検討業務

ICT実施地域フォローアップ調査 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

58
広域農業基盤整備管理調査
仙北平野地域営農基本構想作成その他業務

営農基本構想及び基礎資料の作成　 １式
受益農家用リーフレットの作成　   １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

59
国営造成施設総合水利調整管理事業
名取川地区水利権変更調査検討（その３）業務

水収支計算　     １式
河川協議資料作成　    １式

建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

60
国営造成施設総合水利調整管理事業
会津宮川地区水利権変更図書作成業務

水収支計算　     １式
河川協議資料作成　    １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね7月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

61
国営造成施設総合水利調整管理事業
母畑地区水利権変更調査検討業務

面積整理　       １式
水収支計算　     １式

建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

62
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
安積疏水地区幹線用水路用地測量業務

用地測量          L=15.0km 補償コンサルタント 約4ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

63
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
白河矢吹地区矢吹第３幹線用水路他機能診断業務

幹線用水路機能診断　    ２路線
送水路機能診断　        １路線

建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね11月を予定 発注済み

64
国営造成水利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進事業
安積疏水地区幹線用水路機能診断業務

取水路機能診断　        １路線
幹線用水路機能診断　    １路線
幹線用水路（下流部）機能診断　 １路線

建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね11月を予定 発注済み

65
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
郡山東部地区谷田川１号支線用水路他機能診断調査業務

支線用水路機能診断調査　１式 建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

66
防災情報ﾈｯﾄﾜｰｸ事業
会津北部地区データ転送設計業務

データ転送検討　    １式 建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

67
国営施設応急対策事業雄国山麓地区
大深沢調整池附帯施設実施設計その他業務

附帯施設調査測量設計    １式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

68
国営施設応急対策事業雄国山麓地区
中央管理事務所耐震照査設計業務

事務所耐震性能照査　    １式 建設コンサルタント 約3ヶ月 概ね12月を予定 発注済み

69
国営施設応急対策事業雄国山麓地区
第１号揚水機場調査測量設計業務

揚水機場調査測量設計　  １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

70
国営施設応急対策事業雄国山麓地区
環境モニタリング業務

環境モニタリング調査　  １式 調　査 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

71
国営施設応急対策事業雄国山麓地区及び
母畑地区現場技術業務

現場技術業務　     １式
現場技術員　       １名

建設コンサルタント 約11ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

72
国営施設応急対策事業母畑地区
南幹線用水路ゲート設備等実施設計業務

幹線用水路ゲート設備等設計　    １式 建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

73
国営施設応急対策事業母畑地区
千五沢ダム遠方操作設備実施設計業務

遠方操作設備設計　 １式 建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね5月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

74
羽鳥ダム管理事業
羽鳥ダム管理補助業務

管理補助業務（管理補助員常駐）　１式 建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

75
羽鳥ダム管理事業
羽鳥ダム堤体変位測量業務

堤体変位測量　     １式 測 量 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

76
羽鳥ダム管理事業
羽鳥ダム管理用制御装置設計業務

ダム管理システム設計　  １式 建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

77
国営施設応急対策事業名取川地区
事業誌作成業務

事業誌作成　    １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

78
国営施設応急対策事業角田地区
江尻排水機場現場調査推進技術業務

現場技術業務　  １式
現場技術員　    １名

建設コンサルタント 約11ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

79
事業計画管理地区調査
角田地区再評価資料作成業務

再評価資料作成　　 １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

80
国営施設応急対策事業角田地区
江尻排水機場制水門施工計画検討その他業務

制水門施工計画検討 １式
法面対策工      １式

建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね11月を予定 発注済み

81 設計資材価格等調査業務
資材価格調査　  １式
公共事業労務費調査 １式
随時調査　      １式

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

82
岩手山麓農業水利事業
岩手山麓地区現場調査推進技術（その２）業務

現場技術業務　   １式
現場技術員　     ２名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

83
岩手山麓農業水利事業
導水路撤去詳細設計業務

詳細設計　       １式 建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

84
岩手山麓農業水利事業
間接流域軽松沢取水路用地測量業務

用地測量　       １式 補償コンサルタント 約11ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

85
岩手山麓農業水利事業
南部主幹線用水路用地測量調査（その９）その他業務

用地測量　       １式
用地調査　       １式

補償コンサルタント 約5ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

86
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路工事他現場技術業務

現場技術業務　   １式
現場技術員　     ３名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

87
和賀中央農業水利事業
和賀中央地区環境調査その他業務

環境調査　       １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

88
和賀中央農業水利事業
和賀中央地区河川協議方針検討他業務

水利使用規則更新方針検討　    １式
上堰放流工廃止実施設計　      １式

建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

89
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路他ゲート施設実施設計その他業務

ゲート設備等設計　            １式
開水路機能診断及び機能保全計画策定　１式
開水路実施設計　              １式

建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

90
和賀中央農業水利事業
村崎野支線用水路機能保全計画策定業務

機能診断及び機能保全計画策定　１式 建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

91
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路系統用地測量調査業務

用地測量　      １式
用地調査　      １式

補償コンサルタント 約9ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

92
和賀中央農業水利事業
和賀中央地区既設揚水機場撤去他調査測量設計業務

既設揚水機場　  ３箇所
地質調査　      １式
測　　量　      １式
実施設計　      １式

建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

93
豊沢川農業水利事業
豊沢ダム洪水吐施設製作据付工事他現場調査推進技術業務

現場技術業務　  １式
現場技術員　    ２名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

94
豊沢川農業水利事業
豊沢ダム河川協議資料他作成業務

実施設計　      １式
河川協議資料作成　 １式

建設コンサルタント 約3ヶ月 概ね12月を予定 発注済み

95
豊沢川農業水利事業
豊沢発電所建屋建築監理業務

建築監理　      １式 建築士事務所 約9ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

96
河南二期農業水利事業
河南二期地区現場調査推進技術業務

現場技術業務　  １式
現場技術員　    １名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

97
河南二期農業水利事業
前谷地揚水機場実施設計業務

実施設計　      １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

98
河南二期農業水利事業
矢本幹線用水路実施設計（その３）業務

実施設計　      １式
機能診断　      １式

建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

99
河南二期農業水利事業
筍堀排水路他用地測量（その４）業務

用地測量　      １式 測  量 約6ヶ月 概ね8月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

100
横手西部農業水利事業
石持川幹線排水路付帯施設設計業務

付帯施設設計　     １式
河川協議資料作成　 １式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

101
横手西部農業水利事業
吉田幹線排水路他用地測量調査業務

用地測量調査　     １式
建物事後調査　     １式

補償コンサルタント 約6ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

102
横手西部農業水利事業
石持川幹線排水路今宿地区用地測量調査（その３）業務

用地測量調査　     １式
建物事後調査　     １式

補償コンサルタント 約5ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

103
横手西部農業水利事業
石持川幹線排水路薄井地区用地測量調査（その２）業務

用地測量調査　     １式
建物事後調査　     １式

補償コンサルタント 約7ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

104
横手西部農業水利事業
石持川幹線排水路橋梁実施設計業務

付帯施設設計　     １式
地質調査           １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

105
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
成瀬１号幹線用水路実施設計（その３）業務

実施設計　        L=0.7km 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

106
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
成瀬１号幹線用水路用地測量調査業務

用地測量　        L=0.3km
建物調査、井戸調査　  １式

補償コンサルタント 約11ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

107
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
皆瀬３号幹線用水路用地測量調査業務

用地測量　        L=0.4km
建物調査、井戸調査　　１式

補償コンサルタント 約11ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

108
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
成瀬皆瀬地区再評価資料作成業務

再評価資料作成　　 １式 建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

109
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
皆瀬３号幹線用水路県道区間設計業務

施工計画設計　　１式
仮設計画設計　　１式

建設コンサルタント 約3ヶ月 概ね12月を予定 発注済み

110
田沢二期農業水利事業
田沢二期地区現場技術推進調査業務

現場技術業務　  １式
現場技術員　    ３名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

111
田沢二期農業水利事業
田沢二期地区水生生物等調査業務

生物調査　      １式 調  査 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

112
田沢二期農業水利事業
周辺整備実施設計業務

実施設計　      １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね8月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

113
田沢二期農業水利事業
田沢二期地区水管理制御施設補足設計業務

水管理制御施設補足設計　１式 建設コンサルタント 約3ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

114
旭川農業水利事業
あいののダム他現場調査推進技術業務

現場技術業務　   １式
現場技術員　     １名

建設コンサルタント 約36ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

115
旭川農業水利事業
旭川地区現場調査推進技術業務

現場技術業務　   １式
現場技術員　     ２名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

116
旭川農業水利事業
旭川地区環境配慮調査業務

環境調査　       １式 調  査 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

117
旭川農業水利事業
河川協議資料作成その他業務

河川協議資料作成　　           １式
頭首工(３箇所）Ｈ－Ｑ曲線作成　１式

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

118
旭川農業水利事業
旭川左岸幹線用水路他用地測量調査（その５）業務

用地測量調査　  １式 補償コンサルタント 約9ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

119
旭川農業水利事業
三の堰用水路他用地測量調査（その２）業務

用地測量調査　  １式 補償コンサルタント 約7ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

120
旭川農業水利事業
あいののダム施工技術検討業務

ダム施工技術検討　  １式 建設コンサルタント 約9ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

121
旭川農業水利事業
旭川左岸幹線用水路四の堰分水工他設計その他業務

分水工実施設計　    １式
基準点測量他　      １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

122
八郎潟農業水利事業
A1－4幹線用水路施工計画検討その他業務

施工計画検討　  １式 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

123
八郎潟農業水利事業
F2幹線用水路測量設計（その２）業務

実施設計　      １式
路線測量　      １式
公図転写　      １式

建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

124
八郎潟農業水利事業
北部排水路測量設計業務

実施設計　      １式
路線測量　      １式
公図転写　      １式

建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

125
八郎潟農業水利事業
C1－2幹線用水路測量設計業務

実施設計　      １式
路線測量　      １式
公図転写　      １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね7月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

126
八郎潟農業水利事業
D1幹線用水路実施設計業務

実施設計　      １式 建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

127
最上川下流左岸農業水利事業
毒蛇排水路他現場技術業務

現場技術業務　  １式
現場技術員　    ２名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

128
最上川下流左岸農業水利事業
大和排水機場建築監理業務

建築監理　      １式 建築士事務所 約18ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

129
最上川下流左岸農業水利事業
旧大和排水機場撤去その他業務

旧機場撤去実施設計　        １式
自然排水ゲート更新施工検討　１式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

130
最上川下流左岸農業水利事業
西野排水機場他浸水対策検討業務

浸水対策実施設計　 １式(２箇所） 建設コンサルタント 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

131
最上川下流左岸農業水利事業
生田排水機場管理用道路測量設計業務

管理用道路測量　   １式
実施設計　     １式

建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

132
最上川下流左岸農業水利事業
三段割放水路他実施設計業務

放水路実施設計　   １式
ゲート設備実施設計　    １式

建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

133
会津南部農業水利事業
富川頭首工他現場技術（その２）業務

現場技術業務　 １式
現場技術員　   ２名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

134
会津南部農業水利事業
門田幹線用水路実施設計（その４）業務

実施設計　     １式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

135
会津南部農業水利事業
大川幹線用水路他用地測量業務

用地測量　     １式 補償コンサルタント 約8ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

136
会津南部農業水利事業
門田幹線用水路他実施設計業務

実施設計　     １式 建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

137
会津北部農業水利事業
会津北部地区現場技術業務

現場技術業務　 １式
現場技術員　   １名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

138
会津北部農業水利事業
関柴幹線用水路用地測量その他業務

用地測量　     １式
完了図書作成　 １式

補償コンサルタント 約8ヶ月 概ね6月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

139
請戸川特別災害復旧事業
現場技術業務

現場技術業務　 １式
現場技術員　   ２名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

140
請戸川特別災害復旧事業
完了図書作成その他（その３）業務

完了図書作成　 １式
用地測量　     １式

建設コンサルタント 約7ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

141
請戸川特別災害復旧事業
下条用水路他測量設計業務

幹線水路補足測量、設計　１式 測  量 約6ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

142
福島農業基盤復旧再生計画調査
大熊町上江堰他整備計画設計業務

整備計画設計　 １式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

143
福島農業基盤復旧再生計画調査
双葉町一丁田用水路他復旧整備調査測量設計業務

調査・測量・復旧整備計画策定　１式 建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

144
福島農業基盤復旧再生計画調査
南相馬市小高区農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務

現場技術業務　 １式
現場技術員　   ３名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

145
福島農業基盤復旧再生計画調査
浪江町農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務

現場技術業務　 １式
現場技術員　   ４名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

146
福島農業基盤復旧再生計画調査
双葉町農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務

現場技術業務　 １式
現場技術員　   ２名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

147
直轄農業水利施設放射性物質対策事業
ため池放射性物質モニタリング調査業務

長期モニタリング    95箇所
調査結果整理　 １式

測  量 約9ヶ月 概ね5月を予定 発注済み

148
直轄農業水利施設放射性物質対策事業
大柿ダム放射性物質モニタリング調査(その9）業務

水質・底質調査　     １式
貯水池内水温等調査　    １式

測  量 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

149
直轄農業水利施設放射性物質対策事業
請戸川地区取水堰等モニタリング調査その他業務

放射性物質流入防止対策のための
水質モニタリング調査・解析１式

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

150
環境影響評価指針調査
農業水利施設騒音調査・検討業務

農業水利施設における可聴音及び超低周波
等測定　       １式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

151
環境保全調査
二次的自然環境における生物多様性保全手法検討調査業務

採水・魚類等生息状況把握　１式 建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

152 地下水集排水施設の長寿命化対策検討調査業務 地下水集排水施設保全調査　１式 建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね9月を予定 発注済み

153 土地改良技術事務所車庫建築調査業務 地質調査業務（解析含む）　１式 地質調査 約3ヶ月
第4四半期

（概ね1月を予
定）

発注済み

154 弘前市庁舎敷地地質調査設計業務 地質調査　1式
仮設検討　1式 建設コンサルタント 約4ヶ月 概ね6月を予定 発注済み

155
郡山市庁舎・いわき地域センター常磐上矢田庁舎解体設計その他
業務

調査・設計　1式 建設コンサルタント 約5ヶ月 概ね8月を予定 発注済み

１３　随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし



１４　企画競争方式に付そうとする役務

業　　務　　名 業務概要 区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

1 東北農政局管内国営農業用ダム技術検討業務委託 ダム委員会　設置・運営　１式
役務の提供等/調査・研
究

約9ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

2
直轄農業水利施設放射性物質対策事業
ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託

ため池等検討委員会の設置・運営、委員会に
おいて示された課題・検討事項及び対応方針
(案)取りまとめ　１式

役務の提供等/調査・研
究

約9ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

１５　一般競争方式に付そうとする役務

業　　務　　名 業務概要 区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

1
防災情報ネットワーク事業
迫川上流地区他荒砥沢ダム他地震計保守点検業務

地震計保守点検　        １式 役務の提供等/その他 約2ヶ月 概ね2月を予定 発注済み

2
防災情報ネットワーク事業
西奥羽管内サーバー保守点検等業務

防災情報NW保守点検 　　 １式 役務の提供等/その他 約8ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

3
防災情報ネットワーク事業
郡山東部地区他防災情報転送システム保守点検その他業務

データ転送設備等保守点検作業　  １式
地震観測機器点検作業　　　　　  １式

役務の提供等/その他 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

4
羽鳥ダム管理事業
羽鳥ダム管理用制御装置保守点検業務

ダム管理用制御機器点検　１式 役務の提供等/その他 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

5
羽鳥ダム管理事業
羽鳥ダム取水設備その他保守点検業務

ダム取水、放流、係船設備点検　　１式 役務の提供等/その他 約12ヶ月 概ね4月を予定 発注済み

6 排水ポンプ等点検整備業務 陸上ポンプ・水中ポンプ点検整備　１式 役務の提供等/その他 約6ヶ月 概ね10月を予定 発注済み

7 災害応急用ポンプ等点検整備業務 排水ポンプ車点検整備　　１式 役務の提供等/その他 約4ヶ月 概ね11月を予定 発注済み



業　　務　　名 業務概要 区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

8 令和4年度ＣＡＤ講習会業務
研修講義テキストの準備　１式
研修講義の実施　　　　　１式

役務の提供等/その他 約7ヶ月 概ね7月を予定 発注済み

9 農業基盤情報基礎調査電子化業務 基礎調査電子化業務　　　１式 役務の提供等/その他 約3ヶ月 概ね12月を予定 発注済み

１６　随意契約に付そうとする役務

該当なし

 

注：1）本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

　　3）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は四半期毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（http://www.i-ppi.jp）にてご確認願います。

　　　 


